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ブラジル地域研究への試論（－）
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北陸大学松本幹雄

１本麓の前提

地域研究が主に社会科学の範囲の中で、徐々にではあるが市民権を獲得しつつ

あることは、今日誰もが認めるところと思われる。

地域研究は以下のような特徴を持つと指摘されている。「地域研究における

「地域」とは単に地球の一部分を指すのではなく、そこに居住している人間集団

をも含む概念である。地域研究とはこのような集団の諸特徴を一定の時間と空間

の枠組みの中で全体として総合的に把握することである。」（１）

このような今日の地域研究の概念を念頭においてブラジル地域研究を考えてみ

るならば、ブラジル研究者による傾向は、概ね３つの範囲に整理されると考えら

れる。一つは、Ｔ・ＬｙｎｎＳｍｉｔｈ１２１、Ｒ・Bastide131、ＭＤｉ６ｇｕｅｓＪｒ.(4)、ＣＷａｇ

ｌｅｙ(5)達に代表されるような、ブラジルを－つの全体として捉えて総合的な視点

に立って考察を進めるもの。二つは、次の三番目に比べると緩やかなデイシプリ

ンのふまえ方に基づき、ブラジルの問題に関心を示し考察を進めようとするもの。

この範囲の研究者は、かなり学際的な関心を持ち他の分野との関連を重視するが、

具体的に踏み込んだ研究はあまり多くない。そして三番目は、強く自己のディシ

プリンに基づいてその範囲内のブラジルの個別の問題解明に終始するものが理解

される。

このように指摘される研究者のそれぞれの傾向は、それなりにブラジル理解を

助け、問題点を指摘し、貢献してきたと思われる。しかし残念ながら、上述の一

番目の範囲に入る本来の地域研究の主眼であるブラジル全体についての考察は、

今日では殆ど見当たらないように思われる。既に出されている全体的なブラジル

研究が、激しい変化の過程において出現する様々な現象と極めて入り組んだ複雑
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さを伴うブラジルの問題分析や解明のための下敷きとして当然のように組み込ま

れてしまっているために、我々の目につきにくい状態に置かれているのかも知れ

ない。しかし、個々の現象や問題の分析においても、全体的な研究はある樋の基

本的なチャートを提供するものであって、その上に個々の問題や現象の位腫づけ

は明確となり、その関連的位置づけが明らかにされると考えられる。

このような考えに基づいて、本論では全体的なブラジル考察に基づいたチャー

トを提示し、その変化を指摘してみたいと思う。

確かに、今日のブラジルには、都市、貧困、償務、インフレ、環境等様々な問

題が山積みしている。しかしそれらの問題から少し離れてみると、目まぐるしい

変化と錯綜した諸問題に目を奪われている我々にはどちらかといえば目立たない、

この国の既に歴史といわれてしまっているものや自然環境、伝統的ともいえる考

え方や価値志向の大きな影響が見えてくるように思われる。このような考えから、

ここで述べようとするものは所謂“仮説生成型爾の考察であって、その構成の緩

やかさについては予め理解を得ておきたい。

Ⅱ総合研究としてのブラジル研究チャート

（１）チャート作成の過程

ここで提示しようとするチャートは、1976年にラテン・アメリカ政経学会関西

部会で報告したものに基づいている。このチャートに基づいて、その後の様々な

変化を考慮に入れた再解釈と検討を試みたい。

このチャートは、ブラジルにおいて行った研究の二つの進め方の結果として作

成されている。一つは、その前提となるべき考え方への考察であり、二つ目は各

地方で実施した様々な現地調査によって得られたものからの考察である。これら

両者から得られたものに基づき、試行錯誤的な理論的操作の結果をふまえて描か

れたものである。

筆者は1959年にブラジルの地を踏んだ。その後約７年間にわたり、この国での

研究・調査に従事した。この間、当初はポルトガル語の学習と、ブラジル人及び

外国人によるブラジル研究についての文献資料の系統的検索と利用に終始した。

更に筆者の家族を伴う現地での日常生活と、そこに関連して登場し接触する様々

なタイプのブラジル人達の日常生活における行為や行動の意味を比較を通して理

解し、現地調査を行う場合の研究者自身の判断の住り方についての自己訓練等を

－４８－



重ねた。又このような考察や自己訓練と同時併行的に、当時のブラジルの現状分

析や動向については新聞、雑誌、様々な階層に属する人達との会話や観察によっ

て、その理解を求めた。

このような現地調査を行う前の相手文化に対する実際的な学習作業を進める一

方で、調査の前提もしくは援用すべき理論や民族誌学的なモノグラフに関する様

々な文献の検討を行った（６）。又ここでの理解の主な関心は、様々なレベルと相

違を見せる幅広いブラジルの農民の生活をその中心課題としていた。

この過程で、基本的な理解のために大きな示唆を受けたものは以下の通りであ

る。（－）ブラジルを含むラテンアメリカの村落は、例えインディオ聚落と言わ

れるものであっても、その生活はスペイン人やポルトガル人の生活との間に相互

に影響しあった歴史があること。このことは、その村落または聚落が、町や都市

の生活と連結または相互依存の状態にあることを意味している。（二）このため、

ブラジルでコミュニティスタディを行う場合には、コミュニティ中心の自律的充

足性にのみ目を向けるのではなく、その周辺の町や都市等との様々な関係、相互

作用等を視野に入れるべきこと。それを土台とし、主に町や都市に住む上層階層

の生活様式とそのコミュニティの住民のそれとの対比等を考慮に入れ、より全体

的な国家及び国民文化の関連の中に位置づけて考察を進めなければならないこと。

（三）このような認識にとっては、以下のようなＪ、Ｈ、スチュワードの指摘し

た理論的枠組みが有効であると考えられた。彼はプエルトリコでの調査において、

プエルトリコを国民国家として捉え、地方の地域社会及びその文化を国家的な広

がりを持つ諸制度との関連において理解し、それらを記述するための概念と方法

を示した（７）。

その方法的な骨子は、如何なる複雑な社会でも大きく三つの部分から成り立つ

とするものである。その一つは、家族、近隣、地域社会のような地方集団を区別

し、これを「垂直的な諸区分」と呼んだ。二つ目は、特定の地方や地域にではな

く、多くの地方の地域社会や散在する成員間に認められる共通の特質から生まれ

る集団を、例えば職業、階級、カースト、人種または特別の関心集団として区分

した。これを「水平的区分」もしくはセグメントと称した。これらの集団は、社

会・文化的に見て第二次的集団と理解される。三つ目としては、全体社会に行き

わたっており、且つ多くの点で影響を及ぼしている銀行、交易、学校制度及び職

務信条のような形式的諸制度を指摘している。

更に、彼は複雑な全体社会の考察の方法として、－つ目の地方的な個々の集団
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の単位は垂直な方向に走り、二つ目の非地方的な集団は一つ目の集団の単位を横

断するように水平的な指向を示すと考えた。つまり、全体社会は上述のような一

種の格子のかけられた状態にあると考え、その上に三番目の中央集樋的な形式的

諸制度や、それらに基づいて広がる様々な勢力が結びついて全体を形成している

と見たのであった。

彼はこれらの概念に基づいて、全体社会における垂直・水平の二種類の様々な

集団を指摘し、それぞれの集団は研究可能な文化を有していると述べた。彼の言

う形式的な諸制度の例としての法律、教会、学校または租税制度等は、他の社会

科学者達によって国家のレベルで研究される。人類学者はこの二種類に分けられ

たそれぞれの集団の研究の際に、国家的な諸制度の地方的変化を含めることが全

体社会の理解への主要な部分を占めることを指摘し、更に制度的な面の研究につ

いては、他の社会科学者達との学際的共同研究を強く示唆した。

筆者はこの他、民族誌学的モノグラフとしては、主にＲ、レッドフィールドに

よる‘TheLittleCommunity,（８）から多くの示唆を受けた。

このような現地調査を行うための実際的な準備と前提となる考え方を用意し、

具体的な現地調査を始めた。この段階において、その中心となる調査のテーマは

‘コーヒー生産地帯を中心とする社会・文化的変化,に置かれた。町を中心とす

るコミュニティの調査を基本的に進め、現地理解が一定の習熟に達した後、時間

を割いて社会・文化の変化への考察を主眼として、その他の地方の州都、地方都

市、地域社会としてのコミュニティという３つのレベルの考察とそれらの関連や

相互作用という視点からの参与観察も進めた。そこでは各地域の変化過程を併行

現象として捉え、得られたものの比較を通し、全体社会としてのブラジルの全体

的関連像の理解と把握を試みた。

この一連の現地調査の段階においては、スチュワードの言う全国的な諸制度と

の関連については、時間的な問題と機会に恵まれず、その考察が不十分なままで

終わっている。このため、この段階での全体的なチャートの作成は、可能な限り

その考えを組み込んだものの、主に地域社会のレベルからの資料に基づいてなさ

れたものである。

（２）チャートについて

図１は上述の経過に基づいて描かれたものである。－番下にブラジルの自然環

境が置かれている。これは歴史的な段階においても、更に現在時的にみても、プ
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ラジルでは際だった自然環境への適応が主に農牧畜業の発展、停滞、変化の過程

の中で認められるからであり、この自然環境と人々の生活との関連の重要性を示

す。

この自然環境の上に、各地方が区分されている。東南部地方が他の地方に比し

てより大きな幅で区分されているのは、この地方が歴史的発展段階の中で、主に

二つの州を中心としてこの国を牽引した二つの段階を示したと考えられたからに

他ならない。この地方的区分は、これが作成された時点での単なる行政区分の単

位として用いられたものではない。調査の結果、各地方を構成するぞれぞれの州

が全体的にみて、多くの点で関連性が強く又類似性が認められること、将来も機

能的な一体化が推進される方向を示すであろうと考えられたこと等に基づき、こ

の地方区分が適切であると判断したものである。

下段の自然環境とその上の地方区分を左右に挟むラインと最上部の“国家統合

のレベル”で囲まれた内側が、所謂歴史を含んだブラジルの過程を意味している。

地域研究で論議される。地域,,の理解の問題に関しては、ブラジルはその言語、

社会、文化、歴史上の変化過程、及び国家的な統合の程度からみて、周辺の他の

ラテンアメリカ諸国と類似もしくは共通する問題を持ちながらも、地域区分とし

て他の国と一線を画していると思われる。

この枠内に示されるブラジルは、その上段において歴史的変化と現在が横断的

に区分されている。更に、この枠の左の外側には、これまでの多くのブラジル史

の記述の中で共通して指摘されているブラジル国内の、社会・文化的にみた主な

歴史的変化を時間的に配列している。ブラジルの植民地から独立国への変化は、

常に本国（ポルトガル）や当時のヨーロッパ先進国の介入や領土の部分的一時占

領、干渉、経済進出等との関連の中で進められた。このため、この国の研究には、

国際関係的な視野と認識を、常にその範囲に入れる必要を示唆している。このよ

うな考えに基づいて、国内の変化と対称的に枠の右外側に、主な諸外国との関係

をあげた。

次に、この図で示される歴史的な変化過程は、社会経済的にみた中心的地域の

変化と移動を、順を追って番号で示したものである。図の示す通り、ブラジルの

発展段階は、１＝植民地、２＝砂糖きび栽培を基盤とするもの、３＝ゴールドラ

ッシュを中心とするもの、４＝コーヒー生産に基づくもの、５＝工業化への転換

という五段階が指摘される。そして中心地域を移動させながら変化する中で、４

と５の段階において初めて同一地方内での変化を示して現在に至っている。又、
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会対応く図１＞国際 ＜ブラジル地域研究のフレーム＞
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南部地方が４－１、北西部地方が４－２と表示されている。南部地方の変化は、東南

部地方、特にサンパウロ州とコーヒー生産にかなり関連したものであること。同

様に、北西部地方もサンパウロ州のコーヒー生産、即ち‘緑の絨毯、あるいはコ

ーヒーの行進,と呼ばれた開拓的コーヒー生産がサンパウロ州の州境に達する前

後から変化が認められるからである。最後に北部地方と現在を結ぶ線上にあるＡ

は、アマゾン地方のゴム採集と単純加工による生ゴム原料輸出によって現れた孤

立的で一時的なゴム景気の、突出した例外的変化を意味している。

Ⅱ発展段階１から２への移行過程

以上のように図示される発展段階の４から５への移行の初期まで、即ちコーヒ

ー生産から工業化への移行期までを社会、経済、文化という視点の組み合わせか

ら考えると、１及び２を含めた段階は、以下のような指摘が可能である。

①インディオ（アジア）、奴隷（アフリカ）の持つ文化を、支配者である

ポルトガル人（ヨーロッパ）が既にブラジル発見以前から持っていたと

言われている異文化に対する包容性に基づいて、支配→被支配という関

係ではあるがとり込んだこと。そして、被支配者の持つ文化を熱帯とい

う環境の中で具体的に受け入れていき、混合作用をもたらしたこと。こ

れが、後のブラジル文化の核を形成した。

②家父長的な大家族制度を人種混合の中で確１１Kし、それが大土地所有者ま

たは地方有力者を支える大きな基盤となったこと。

③地方ボスの台頭を、かなり不動のものとして形成し、これがその後の発

展に大きく作用したこと。

④単一農業生産_ここでは砂糖きび生産一のブラジルでの形態を確立

させ、その生産地方と本国、やがては外国という直接的なつながりを地

方ごとに強く持つという構造を作り上げたこと。

⑤本国から伝えられたカソリックがこの時代にかなりブラジル的な性格へ

変容したこと。これは又一方では、より極端なカトリシズムを生んだ。

⑥大土地所有者という支配的な上流階級と、極端に貧しい自由民階級、さ

らにその下にある奴隷、という構造を確立させたこと。

⑦後のブラジルの国家意識や愛国心の繭神的基盤を作り上げたこと。’０１

以上のように、後のブラジルの全体的関連のシステムとしての基盤は作られて
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いった。段階１ではペルナンプーコの植民地、段階２ではバイアがその中心地で

あった。これらの時期にはサンヴィセンテ植民地をはじめ沿岸には多くの植民の

拠点が点在し、バンデイランテス等奥地探検に名を馳せたものもあるが、それら

のうち維持し得たものは後の発展段階まで閉ざされた状態に置かれ、それらを結

ぶつながりは極めて弱いものであった。

又砂糖きび生産に基づくブームの中心地方であったバイア地方でも、次の段階

であるゴールドラッシュを迎える頃には、その生産は限界に達していた。その根

本的原因は、掠奪的農法とそれによる適地開拓の面積的限界によるものであった。

Ⅳ発展段階３を中心とした移行過程

次いで、発展段階３のゴールドラッシュはミナスジェライス州で起こり、続い

て同地方内でダイヤモンドが発見された。内陸部と海岸を結ぶ玄関ロとしてリオ

デジャネイロが急速に発達し、その中心地となっていった。この時期の状態や結

果を前述と同じ見方に立って捉えるならば、以下のように指摘されると思われる。

①商業活動の機会を台頭せしめた。それは、かなり広い地域にわたったこ

と。

②それに伴い初期的な市場が各地方に形成されると同時に、ある程度の市

場と市場とのつながりが形成され、地方の自給的性格からの脱皮の傾向

が見られたこと。

③これらに伴って徐々にではあるが手工業的な生産が発達を見せたこと。

④後の政治・経済の中心となるリオデジャネイロ市がかなり都市機能を備

えるようになったこと。

⑤一部の地方は衰退したが、他の地方に発展への機会を与えたこと。

⑥砂糖きび生産時代と違って、より大きなブラジル、すなわち南部地方や

かなり内陸に入り込んだ地方を含めたブラジルが自覚され始めると同時

に、個々の地方的性格を持ちながらもブラジルに対する愛国の輔神の芽

生えが見られたこと。

⑦ゴールドラッシュの終末と共に、ミナスジェライス州は極端な凋落を見

せたが、やがて農牧畜業への転換の方向を示し、鉱区の持ち主達の中か

ら大土地所有者が生まれていったこと。又、他の地方においても大土地

所有者を中心としたボス的有力者を生み、大きな権力を持つに至ったこ
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と（ｎｏ)。

この他、このゴールドラッシュは様々な交通路を生じさせた。その代表的なも

のの一つは、パイア地方からサンフランシスコ河を遡るルートである。このルー

トは、北部や北東部の農園主、奴隷、自由民等多くの人々の移動を意味し、後に

は塩漬け肉や干し肉等の食繍の供給をもたらしたが、常に旱越や洪水に見舞われ

たため、細々としたものになっていった。二つ目は、特許会社による金やダイヤ

モンドの本国への運搬や、他の地方とを結ぶ海上交通に出入口となったリオデジ

ャネイロを拠点とする海のルートである。三つ目は南部地方から海岸線と平行す

るように内陸を辿り、後のパラナ州やサンパウロ州の北及び北西部を横切ってミ

ナスジェライス州に至るルートである。これは金やダイヤモンドの輸送に使われ

る南部からの馬、そして食繍としての豚の搬入のために利用された。南部地方は

このルートがきっかけとなって本格的な牧畜が発達し、大牧場主と牧童という牧

畜社会が形成され、後のこの地方を特徴づける土台が生まれた。

このゴールドラッシュの初期には、ひたすら金を求めてむやみに他の地方やポ

ルトガル本国からも人が集まったが、食鰯等の供給については何も考えられてい

なかった。このため、食綱販売を中心とする行商人の出現をみたのではあるが、

この地方は何回かの人為的な飢餓に見舞われた。

このような状況の中で、ミナスジェライス州では砂糖きび生産地方とは異なり、

行商人から転じた商人や鉱区の持ち主達によって、教会を中心とする市民的な町

が至るところに生まれたのであった。このことは、この地方に連れてこられた奴

隷の上にも変化をもたらした。例えば、かつての城のような大邸宅と多くの奴隷

といった形から小型化し、開放的な家と少人数の奴隷という形に変わったこと。

更に、奴隷の自由民化が見られたことである。彼らは、金やダイヤモンドの密売

や密輸出についての密告に対して、あるいは逃亡を防ぐために許可された採掘権

等によって得た金で、自由民となったのである。彼らに加えて、この時期には逃

亡奴隷達による奥地での集団地が生まれた。このようにして、いわば奴隷制度へ

の緩みが浸透していったのである。

ここで１から３段階までの、所謂植民地としてのブラジルとポルトガル本国と

の関係について見るならば、ブラジルは発見当初から殆ど見るべき産物もなく、

インドを含む東洋交易に比して等閑視されてきた。しかし、様々な事態の推移に

より、ブラジルに対する本国の関心は徐々に高まり、多くの移住者が送り込まれ

た。彼らの中に、当時ヨーロッパへの砂糖の供給地域であったマデイラ諸島とア
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ソーレス諸島出身者が含まれていたことによって、ブラジルの北部及び北東部で

砂糖きび栽培が始まった。又、この時期の本国は隣国スペインと緊張関係の状態

にあり、更に周辺では概ね友好的な関係にあったイギリスに加え、フランス、オ

ランダが台頭し始めていた。このような本国の環境の中で、ブラジルでは適作地

の発見と栽培技術を持った移住者の導入に加え、ヨーロッパの砂糖需要の増大傾

向が、砂糖きび栽培のブームを引き起こした。そうした状況が進行する最中に総

督制が敷かれ、その本拠がバイアに置かれたのである。

この砂糖きび栽培ブームの後半期は、本国ポルトガルがスペインに併合された

時期（1580-1640）と竃なっていた。この状況はポルトガルの東洋への進出を鈍

化させ、アフリカに築いていたいくつかの拠点はオランダによって奪われるとい

う結果を招いた。これらはポルトガルの関心を強くブラジルに向けることを余儀

なくさせ、力を注ぐ対象とさせた。こうした本国の力と背景に基づいて、ブラジ

ルはフランスのリオデジャネイロ占領やオランダのペルナンプーコ侵入に対し、

年月をかけながらもそれを放棄させ得たのである。そして1694年にゴールドラッ

シュが始まったことにより、本国もその富によって一応の安定を取り戻すことと

なった。

しかし、ゴールドラッシュの末期（1750年前後）においては、富を得たはずの

ポルトガルは、歴史的な経緯も重なり、経済的には英国に従属する立場に１１３tかれ

ていた。このため、ブラジルにおける通商の自由を、英国のみに与えていた。こ

のことは、ブラジルにおける商業の活発化は徐々に力を増す英国の海上支配力に

支えられた英国商品の搬入とその氾濫を意味し、ブラジルにおいても英国の経済

的優位をもたらした。つまり、ブラジルとポルトガルとの基本的経済交流は、そ

の両方にまたがって英国に果実をもたらすという図式が定着しつつあった。

こうした事態はポルトガル本国に危機感を抱かせ、1750年のドン・ジョアン国

王の即位を機に、当時の宰相ポンバールによって本国強化の政策がとられた。具

体的には北部地方における交易や奴隷供給についての独占会社の設立、徴税の徹

底化、ダイヤモンドの発掘に対する金採掘以上の厳しい管理制度の確立等である。

そのために行政改革を断行し、リオデジャネイロを植民地の首都として確認し、

中央集権的な支配を貫こうとしたものであった。これら一連の強硬政策は、これ

までのブラジル独自の動きの局面と対立するものであり、自国への愛国心ともい

うべき精神的土壌への形成と、地方利害優先の考え方が一体となりつつあった人

々をブラジル人として目覚めさせ、後には反植民地的な態度を表す契機を与えた
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のである。

Ｖ発展段階４（初期）への移行過程

上述の発展段階３のゴールドラッシュから次の段階４のコーヒー生産段階への

移行の過程を含むその後の展開は、現代のブラジルの国家としての枠組みや基盤

形成の時期と捉えられる。それまでの社会、経済、文化といった組み合わせに加

えて、新たに政治が組み入れられ、この政治がコーヒー生産に支えられながら重

要な意味を持って登場する．

ゴールドラッシュの過ぎたブラジルは、経済的にも、又本国との政治的関係に

おいても停滞を示した。そして、再び単一的な農業生産の方向へと回帰せざるを

得なかった。例えば、以前程ではないにせよ北東部では砂糖きび栽培が続けられ

ていたが、ハイチ革命によるカリプ海地域の砂糖きび生産の衰退によって、－時

は生産の上昇を呼び起こした。それはリオデジャネイロやサンパウロ州の一部に

も砂糖きび栽培を生じさせたが、かつてのブームとは比べるべくもなかった。又

同じ北東部では、タバコ、カカオ等が主に自由人である自営農民の手によって栽

培され、通商貿易の一端を担い始めていた。更に、北部、北東部で綿がかなり広

く栽培されるようになり、英国の産業革命と北アメリカ＝米国における独立前後

の混乱期という谷間にあって、かなりなブームを見せた。しかし、このブームも

米国の独立（1776年）とその後の安定とともに短い期間で終わり、停滞を余儀な

くされた。次の発展段階の主役となるコーヒー栽培は、ゴールドラッシュの最中

からリオデジャネイロ市を抱き込むような地帯で既に始まってはいたが、当時は

国内需要の一部を満たす程度のものであった。

このように小さなブームが周期的に訪れるものの、全体としては停滞の時期に

あった。しかし、この時期にはそれぞれのブーム毎に奴隷輸入の増加が促進され、

一方では本国からの強硬な植民地政策を受け入れていたのであった。

（１）本国との関係

こうした状況の中で、ブラジルは本国王室の移転を迎える。当時のヨーロッパ

ではナポレオンの台頭の時期にあり、英国と伝統的に友好関係にあったポルトガ

ルは、大陸封鎖令に対し暖昧な態度をとったためナポレオン軍の侵略を受けた。

英国艦隊の援護の下にブラジルに難を逃れたポルトガル王室は、リオデジャネイ
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ロを首府と定めた（1808年）。

時の皇太子で後に国王となったドン・ジョアンは、ブラジルに対しそれまでの

本国と植民地という従属の厳しい関係に思い切った改革を加えた。その－は、ブ

ラジルの港の外国船に対する開放であり、二はそれまで公には禁止されていた商

工業を行えること、三はカソリック教徒ではない外国人に対しても土地を与える

ことを許可し移民導入のきっかけを作ったこと、及びブラジルを植民地からポル

トガル本国の－地方に格上げする等がその主なものであった。彼はナポレオン没

落後のヨーロッパの平穏回復を迎えてもこの地に留まり、ブラジルの近代化に向

けてその力を注いだ。特に、彼は母マリア女王の死後国王になってからは、リオ

デジャネイロに陸海軍士官学校、大学、美術工芸学校、博物館、図書館、劇場、

植物園等を次々と建て、一方ではフランスを中心とするヨーロッパ諸国から学者

や技術者を招き、様々な知識と技術の導入を図って近代化への道を拓いたのであ

った。

しかし彼の施策は、本国一ブラジルの二つの方面からの問題を抱え込むことと

なった。一つは、ナポレオン軍の侵入によって国内が荒廃し、ブラジルとの貿易

が英国に支配されている状況下にあってブラジルが日毎に独立国家としての力を

つけていく姿と、国王の帰国意思の不明瞭さに起因するポルトガル側の不安であ

る。二つは、国王とともに政治機構が移転したことによって生じたブラジル側の

感情的な問題である。この移転は、多数の貴族、将軍、高級官僚の随伴を意味し、

それまでのブラジルの上に彼らが君臨することとなった。ブラジルの人々から見

ると、無意味な閑職と賛沢な生活のために使われる膨大な国費に加え、本国人達

の支配意識の強さ＝ブラジル人蔑視の傾向等に対し、不満が募っていったのであ

る。

このような状況は、本国では独裁的統治を敷いていた英国斌人の摂政に対して

革命を起こし、国王に帰国を要請するという形になって表れた。一方、ブラジル

ではポルトガルに対する反乱が各地で起こったが、国王はブラジルに執着し、当

時成及しつつあったコーヒー産業に期待し、大国家建設の夢を描いていた。しか

し、膝元のリオデジャネイロにおいてポルトガル系市民までが国王の帰国を求め

て暴動を起こすに至り、帰国せざるを得なくなった（1821年）。彼は帰国に際し、

皇太子ドン・ペードロを摂政として残した。

国王の帰国したポルトガルでは、ブラジルを再び植民地化するために強硬な政

策を打ち出した。その中で、ブラジルの結合力を弱めるために各地方を本国の直
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轄地と改め、摂政を廃止、皇太子の帰国を決定した。

本国のこの決定はブラジル人に大きな衝撃を与え、彼らの内にあった独立への

気運の一層の上昇を誘引したが、そこでは二つの大きな流れを見せた。一つはこ

れまでの反乱や革命に見られる急進的な独立思想に基づく動きであり、これは共

和思想にもつながっていた。他は穏健で保守的な考えをくむ流れである。しかし、

彼らにしても独立は時間の問題であるとの認識はあったが、まだ遠い先のことと

捉えていた。

本国からの皇太子帰国命令を受け、保守派は急激な共和制への移行や革命を恐

れ、ドン・ペードロに帰国拒否の声明を出させることに成功する。これに対し急

進派は、それぞれのリーダー達が住む地方においてその声明を冷めた態度で受け

とめ、あくまでも独立を目指して揺さぶりをかける行動に出たのであった。そう．

した渦中に、本国は帰国拒否の無効と即刻の帰国を命じてきた。ドン．ベードロ

は、本国よりの手紙と政界の長老ジョゼ・ポニファシオからの独立を促す強い調

子の手紙を前に独立を宣し、帝政時代の鋒を自ら開けたのである（1822年）。

独立は成し得たものの、彼ドン・ペードロー世の評判は決して芳しいものでは

なく、特に私生活における不道徳が取り沙汰され、人々の信頼を得ることが出来

なかった。それにもかかわらず、ブラジルに残る貴族、商人、軍隊を背景として

絶対的君主制度を樹立し、皇帝専制の実現をもくろんだ。そのため新憲法制定議

会と対立し、ついには武力をもってこれを解散させ、新たに任命した委員によっ

て独裁専制に基づく新憲法を発布させた。このことはブラジル各地に不満を充満

させ、革命気運を高める動因となり、各地で蜂起する勢力も出てきた。その最も

大きなものは、アルゼンチンの援助を受けて立ち上がった最南部のレスプラチー

ナ地方の反乱である。これに対し皇帝自ら出陣する戦争へと拡大したが、結果は

政府軍の不利へと展開し、結局英国の調停によってこの地方の独立を認める他は

なかった。この結果誕生したのがウルグアイ国である。

このように騒然とした状態の中で彼の作った新憲法に基づく二院制議会が開催

されており、上院の殆どは絶対君主制の支持者によって占められていたものの、

下院については反対者が多く、その中には共和主義者も含まれていた。このため、

政府は無策無能に陥り、頻発する反乱や戦争に対し、戦費を賄うことも兵を募る

ことも思うにまかせなくなっていった。彼は事態の改善のため、国中の大地主や

有力者に爵位をばらまき、多くの華族を誕生させたが、かえって不評を招いただ

けであった。こうした人々の不満は、ついにリオデジャネイロで近衛兵も参加し
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た暴動となって表出した。これによって退位を宣言した彼は、当時５歳の皇太子

に帝位を譲り、父親と同じく英国の軍艦でポルトガルに帰国した。これは、彼の

独立宣言以後10年目のことであった（1831年）。

（２）初期のコーヒープームの基盤

これらの一連の経過は、当時始まりつつあったコーヒー栽培の台頭によって、

その経済的基盤は支えられていた。ブラジルのコーヒーは、1720年代にフランス

領ギアナより北部地方に持ち込まれたと言われ、その後30年を経てリオデジャネ

イロにまで達した。その生産は1815年頃までは主に国内の消費に留まっていたが、

産業革命以後のヨーロッパと独立期を過ぎた米国において、急速にその市場が拡

大された。コーヒーは、その後の15年間でこの国の股も重要な主要輸出品目に加

えられ、その後の発展は、今日まで世界の主要なコーヒー輸出国の地位を揺るぎ

ないものとしている。先述のポルトガル王室のブラジル移転、独立、その後約５０

年IHI続いた帝政期は、ちょうどこの初期のコーヒープームと時期的に一致してい

たのである。

この初期のコーヒープームはゴールドラッシュの時期に整備されたリオデジャ

ネイロ市を囲むリオデジャネイロ州で始まり、その主要な地域は、主にサンパウ

ロ州に隣接するパライーバ流域であった。その股盛期の栽培者は１００人前後の奴

隷労働者を使い、次男以下の男子を国内のみならず欧米にまで留学させ、多くの

医者や弁護士の輩出をもたらした。女性に対してはフランスから裁縫師を呼び、

洋服を仕立てさせた。彼らは自らの資本で、コーヒー搬出のために、リオデジャ

ネイロ市までの鉄道を敷設したと言われている。しかし、この初期のリオデジャ

ネイロ州のコーヒープームは、極めて粗放的な栽培技術、それに伴う地力の早期

消耗と急速かつ加速度的な土地の浸食が顕著であった。これらに加えて、奴隷輸

入が困難となったため、現有の奴隷の老齢化とともに、労働力が段階的に衰退し

ていった。最後は、1888年の奴隷制廃止によって生産基盤としての労働力の分解

が進み、1890年には全く消滅してしまうのである。このように、リオデジャネイ

ロ州での初期のコーヒープームは極めて短期間（約70年）で終わったが、これは

同じ奴隷制廃止の問題をきっかけとした帝政の終末（1889年）と時を同じくして

いた。

しかしこの初期のコーヒープームは、その始まりの頃からエスピリット州、ミ

ナスジェライス州南部、サンパウロ州北部といった他の地域に開拓の広がりを見
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せていた。サンパウロ州でのコーヒー栽培導入は、既述の通りパライーバ河沿い

に始まり、1830年代には僅かであったものが、1850年代にはかなり多くのコーヒ

ー栽培が行われ、１９世紀後半にはサンパウロ州北部へと広がりを見せ、数多くの

コーヒー園が生まれていった。そして本格的コーヒープームの主導権は、サンパ

ウロ州に委ねられるのである。

ドン・ペードロー世退位後のブラジルは、約20年間にわたって各地で革命、暴

動や動乱が至る所で頻発し、大きな混乱状態にあった。これは、基本的にブラジ

ルが独立してまだ日も浅く、司法や行政機構が充分に組織化されておらず機能し

なかったこと。又、組織化された軍隊も備わっていなかったこと等、国家として

の組織や権力の有り様が未整備のためと考えられる。しかし、何よりも大きく又

直接的原因を成したのは、政界において意見を異にする多様な党派が存在し、政

争を繰り返していたこと。その上、以前から培われていたポルトガル人への反感

が重なり、時には直接的な行動に走らせたことが混乱を長引かせ、大きくしたと

指摘される。このような内的要因に加え、強い影響を与えた外的要因は、フラン

ス人の啓蒙思想の浸透やフランス革命（1789年）の成功である。これらによって、

ブラジルの共和主義者達は革命を身近なものとして捉え、その活動を活発化させ

ていった。

こうした動乱の中で、多くのブラジル人にとっての希望の光は、５歳で摂政と

なりやがてはドン・ペードロニ世となる皇帝が、生粋のブラジル人なるが故に

「国民の孤児」と呼ばれて愛されていたことである。彼は14歳に達すると成年式

を挙げ、その後の政治に携わることとなる。彼の国王即位を境に、ブラジルの混

乱は次第に収束へと向かった。その求心力を支えるものとして、初期のコーヒー

プームの潤いが経済的、人的両面から彼の政府を押し上げ、全国的に強力なもの

にするテコの役割を示したこと。更に、彼が温厚、謹厳で学問と芸術を好み、豊

かな知性と平民的な態度の持ち主であったことが、この国の安定に少なからぬ貢

献をした。

徐々にではあるが、時の流れは国家の統治機構を充実させ、軍隊も又国軍にふ

さわしい実質的な形態を備えるようになっていった．又当時各地で起こった革命

や暴動が広範な移動を伴っていたことにより、最も素朴な手段をとっていたが情

報が相互に伝達されるようになったこと、及び中央と地方の相互的な人の動きが

以前に比べると活発化し、頻繁になったこと等から、現在のブラジル国士と殆ど

変わらない面積的認識を持つようになっていた。しかし、このような事態を迎え
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たと言っても、国の全ての権力がドン・ペードロニ世に集中した訳ではない。相

変わらず大土地所有者は健在であり、経済的にも政治的にも、その他あらゆる面

で確固たる力と地位を築き上げていた。そして、その力の大部分が従来からの奴

隷制度によって支えられていたのである。

（３）対外関係の拡大と国家形成

このような仕組みに基づいたドン・ペードロニ世の施政に対する当時の外国か

らの影響として、思想的な面からはフランス及び米国、実際的な面では英国が挙

げられる。主に大土地所有者の二三男のヨーロッパ留学によって、フランス革命

の時期とその前後に流行した啓蒙思想や共和思想がもたらされた。彼らは大土地

所有による上流階級から輩出されたのであるが、実質的には都市に居住し、後の

中産階級を形成する中核的要素となり、その存在はあらゆる面で社会に大きな影

響を与える役割を担うこととなる。又彼らは、ブラジルの近代化への移行過程に

生じる様々な矛盾を指摘する力を醸成させていった。米国からの最も重大な影響

は、何と言ってもその独立後100年足らずで奴隷廃止運動が起こり、それが引き

金となった市民戦争と言われる南北戦争の結果、1863年には奴隷廃止の決定がな

されたことである。このことは、奴隷による生産力に頼っていたブラジルにとっ

て、国家の基盤を揺るがしかねない事態が同じ大陸内で起きたことを意味してい

た。

一方の英国との関係は、先述の通りゴールドラッシュ期に既にブラジルにおけ

る通商の自由を得ていたが、その後産業革命（1770年頃）を迎えた英国は海外市

場の拡大をより強く志向し、有望な市場であるブラジルに対して、その外交、通

商、軍事の三本柱を背景にポルトガルを無視して直接介入を進めてきた。このよ

うな諸外国の変化や影響は、やがてブラジルにおいても社会の構造的変化を求め

る声を生み出し、帝政の混乱から崩壊への道を段階的に辿らせていった。

（４）奴隷制下の社会基盤の変化過程

先述のように、ドン・ペードロニ世の施政は奴隷制度を基盤とした初期コーヒ

ープームの上に近代化への志向を示し、社会的基盤の充実を進めたものであった。

しかし一方では、そのブームを支える根幹である奴隷制度に対して英国から長期

間にわたる強い介入がなされ、段階的に廃止の方向へと向かっていた。このよう

な状況の中でパラグアイ戦争を引き起こし、勝利を得たにもかかわらず、その恩
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恋は国内に殆ど反映されなかった。むしろこのことは国内の様々な矛盾を露呈さ

せただけでなく、政治的には地方ボスの集まりとしての性格の強い議会は国家的

な問題に対して常に抗争や対立を続け、中央集権体制としての強力な意思統一の

困難さを示した。これらのことが絡み合い、帝政を終末へと導く一つの力となっ

たと考えられる。

英国との関係はこれまで見てきた通りであるが、英国からのブラジルの奴隷制

度への折衝は、今後奴隷貿易を廃止すると約束したドン・ジョアン六世の時から

既に始まっている。この約束が条約として明文化されたのは1826年であるが、当

時コーヒープームが始まっていたブラジルでは奴隷貿易が急速に拡大していた。

このため、この条約は大土地所有者の激しい反発を招いた。ところが、ブラジル

は1831年、議会において奴隷貿易の全面的停止と非合法に輸入された奴隷の自動

的解放を規定した法律を制定した。この法律制定の真意は、英国の強固な姿勢に

妥協する一方で、ブラジルの沿岸交易に対する干渉をかわすための見せかけでし

かなかった。

奴隷貿易は、実際にはその後も活発に進められた。これに対し、英国はブラジ

ルを含めた関係各国（主にポルトガル）と、再び強い姿勢で執勧な交渉を展開し

た。この時期はドン・ペードロー世退位の前後の混乱と、その上黒人による内乱

が事前に発覚する等の不穏な状況を呈していた。1837年、ブラジル議会は1831年

制定の法律の実施を求める法案を提出したが、これは批准手続きを口実に引き延

ばされ、ついには摂政辞任による法案流れの挙に出たのであった。これを見た英

国は、国内法に基づく外国船の捜査、享補を決め、実力行使に出た。彼らは主に

奴隷貿易の疑いのあるポルトガル船を相手とし、１８３９年から１８４２年の間に約105

聾の奴隷船が掌捕された。

英国はその後もその姿勢を崩さず、1844年の通商条約改正に際し、その条件と

して奴隷貿易の即時停止を求めたが、交渉は決裂し、その他の協定も破棄された。

この事態は英国に再度実力行使をとらせ、1840年から1850年の間にアフリカ沿岸

におけるブラジル向け奴隷船の掌捕は400隻を数えた゜ブラジル国内では１８４０年

代前後からのコーヒー生産の上昇に加え、砂糖きび生産の一時的回復が進んだこ

と等により、奴隷の需要と輸入は前例のないほど増加しており、結果的に巧妙な

密貿易を発達させた。その一方で、同時期に明るみに出た奴隷の反乱計画、黄熱

病の流行を機に、奴隷制度の危険性やリオデジャネイロの主な奴隷商人38人中ポ

ルトガル人19人を含む26人までが外国人であった（1850年頃）ことから、奴隷制
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度廃止論を唱える人々が現れた。しかし、政府は奴隷制をふまえた中央集権体制

の確立を目指し、地方の反乱の鎮圧、調停を進めた。

後を絶たないブラジルの奴隷貿易に対し、英国は1850年ブラジル領海内での奴

隷船掌捕を決定し、ブラジル南東部沿岸での掌捕や撃沈を実行した。これにより、

国内交易の主要手段である沿岸輸送が危機にさらされ、ついに同年議会は奴隷貿

易停止法案を成立させた。この条約の成立と実施は、通商条約こそ破棄されはし

たものの、既にブラジル市場の過半を独占的に支配していた英国にとっては勝利

と同じことであった。即ち、英国にとってブラジルはラテンアメリカ最大の輸出

市場となり、その総額は当時のアジア向けのそれをはるかに超えるものとなった

のである。この傾向は19世紀を通じて保持された。

このようにして英国との奴隷貿易を巡る問題は終息を見たが、国内では奴隷に

関する様々な難題が噴出し始めた。最も奴隷を必要としたのは当時の初期コーヒ

ーブームの見られた地方であったことから、この奴隷貿易停止の影響は、まず北

東部地方からの奴隷の移動という形で、売買価格の高騰を伴って現れた。初期コ

ーヒープームがサンパウロ州東部にまで及び、更に北部へと開拓を広げる頃にな

ると、このブーム地帯は、ブラジルの奴隷人口のおよそ３分の２を抱え込んでい

た。奴隷制度は、この頃には既に緩やかなものとなっていたため、奴隷達はリオ

デジャネイロ市等では様々な仕事にかなり自由に携わり、その収益を奴隷主に支

払うという、いわば半賃金化した身分に転ずる者が目立つようになった。

又この停止は、ブラジルに二つの側面から変化をもたらした。一つは、全貿易

輸入額の半分を占めていた奴隷輸入費が不要となり、資金的余裕が生まれたこと。

二つ目は、英国との関係が以前の状態に戻ったことにより、国内市場への英国商

品の円滑な流入に加えて、一歩進んだ様々な事業投資への借款が進められる状況

になったことである。

このような環境と初期コーヒープームは、ブラジルの社会経済的基盤形成に大

きく貢献した。例えば、1850年のサンパウローサントス間の道路の開通を始めと

し、1852年の電信の敷設、様々な地方での鉄道の開通、沿岸航路への汽船の就航、

リオデジャネイロ市やサンパウロ市ではガス燈の設置、上下水道の整備、市内交

通網が生まれる等の著しい変化が見られた。更に、運輸、通信を中心に、商業、

海運、保険、銀行事業が開始され、多くの英国資本がこれに参加した。

このような国内の動きを受けて、北部地方では砂糖きび栽培地と積み出し港を

結ぶ鉄道が敷かれた。これによって奥地での近代的製糖工場設立が可能となり、
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商工業の発達を見せ、この地方においても活性化した。

又一方、1850年代以降にサンパウロ州のコーヒー栽培が東部から北部へと広が

りを見せんとした頃は、この州はいくつかの弱点を抱えていた。それらは、コー

ヒー搬出の積み出し港までの隆路の問題、コーヒー輸出に対する商業拠点を持た

ないこと、コーヒー魁圃の生活自給度の低さ等の問題である。それらが霞なり、

自然環境の有利さにもかかわらず、その発展は足伽をはめられていた。しかし、

コーヒー生産地帯を貫く鉄道建設に対し、ブラジル政府が利子保証を行ったこと

から英国資本が集中した。これにより、サンパウロ州の鉄道は、サンパウローリ

オデジャネイロ間の国営鉄道（1860年）に続き、1867年にサントスーサンパウロ

ージュンジヤイーIMIに鉄道が敷かれた。これら迩輸網の整備により、サントスは

コーヒー積み出し港としての機能を発揮し、サンパウロ市はコーヒー生産の拠点

都市と位置づけられ、商業や工業的機能を備えていった。更にその後、２０世紀初

めまでに、コーヒー生産のための開拓と同時併行的に、サンパウロ市を中心とし

て州内各地方に放射状に鉄道の敷設が進められたことは、ますますサンパウロ市

を充実、発展させた。こうした環境の中で本格的なコーヒープームがもたらされ、

同市はより産業化への道を歩んでいった。しかし、このサンパウロ州の本格的コ

ーヒープームは、帝政期の後に到来したのであった。

更に、この時期の重要な対外的関係として、パラグアイとの戦争が指摘される。

この戦いは、1852年に始まったウルグアイの内戦に端を発している。大地主と僧

侶に支持されたブランコ党と、モンテビデオの自由職業者及び反ブランコ党の亡

命アルゼンチン人の支持を受けたコロラド党との争いであった。ブラジルとアル

ゼンチンはコロラド党を支援していたため、ブランコ党がしばしば国境を侵犯し

たことから、ブラジルは1864年国境へ軍隊を派遣した。そこでブランコ党がパラ

グアイに支援を求めたことから、ブラジルとパラグアイとの対立が始まり、時の

独裁者であるロペスが首都アスンシオンでパラグアイ河を航行中のブラジル船を

掌捕したことにより、両国の戦いが始まった。ここに、既にコロラド党の支配下

にあったウルグアイもブラジル側に加わって参戦した。又、中立を保っていたア

ルゼンチンは、ロペスがウルグアイの戦場への経路として自国の北部の州を占領

されたため、1866年パラグアイに対して宣戦した。これら三カ国の連合軍を相手

にしたパラグアイは、1869年に激戦の後首都アスンシオンの陥落を迎え、その一

年後に連合軍に敗れた゜

戦いに勝利したとは言え、ブラジルは単に覗事面のみならず、その後進性の実
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態を広く内外に露呈した。つまり、１０万人の軍隊の動員に手間取り、徴兵が円滑

に進まないために奴隷をもってこれに充てたのである。このことは政府機構の無

能や非効率を表すと同時に、その権威の著しい低下を招いた。更に、実戦に参加

した少壮の軍人達はアルゼンチンの軍隊と比べ、その建制、社会的地位、待遇等

の立ち後れや低さを自覚したのみならず、奴隷兵と共に戦うことに様々な矛盾と

後進性を強く感じたのであった。又、動員兵士の３分の１にあたる３万人が戦死、

疫病や風土病で失われたにもかかわらず、パラグアイから得たものは、僅かな領

土とささやかな賠償金であった。これらの経験は、後々の軍隊の国王に対する冷

ややかな関係の維持を暗示させるものとなっていった。

一方、奴隷制に基づくコーヒープーム、それに大きく依存して社会基盤の整備

と充実が推進されるといった国内の過程は、奴隷制廃止へ向けて強いインパクト

を受けながらも様々な事業の展開を伴う近代化への歩を見せてはいたが、角度を

変えて見るならば、その陰には深刻な矛盾を潜ませていたことになるのである。

そして、パラグアイ戦争の結果がその矛盾や歪みをより拡大し、多くの人々に自

覚させたと思われる。

この点を当時の国家財政の面から見ると、前述の過程で大きな膨張を見せ、そ

の上６年間続いたパラグアイ戦争の戦費の流出が重なり、僅かな期間を除いて慢

性的な赤字を示し始めた。このため、政府は英国での公債発行や紙幣増発を余儀

なくされ、不当に低い関税や輸出入税に依拠する財源の裏側では、常に英国への

累積債務を抱える状態であった。又、金融制度は未整備であり、明確な経済政策

を持っていなかったこと、加えてコーヒーにせよ他のブームにせよ基本的には戦

略的重要度の低い単一農業生産物であったこと等により、欧米の経済的動向に常

に直接反応せざるを得ない仕組みをその内部から形成した。従って、インフレや

時折の激しいブームに連なる小さな恐慌とも言える急激な落ち込みが循環する景

気のサイクルがこの仕組みに内蔵されていたのである。このことは、以後のブラ

ジル経済の基本的構造の原型を示していると理解される。

前述のように、近代化への歩が引きずる矛盾が顕在化し、それらが奴隷制廃止

運動へと収散していった。この流れは、1871年の‘奴隷から生まれた子供は自由

人とする,という法令の実現を導いた。そしてこの解放運動は1880年代になると

本格化し、組織的に行われた。又パラグアイ戦争以後も兵士として残った黒人兵

が多く、軍隊においても彼らと起居を共にする下士官や下級将校達の大部分が解

放を支持していた。一方農園主達は高い価格で買った奴隷を解放する気持ちには
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なれず、解放は避けられないにせよ、賠償の無い解放には強く反対した。

このような状況下で、1881年に選挙法の改正がなされ、直接選挙による議員選

出が実施された。その結果、それまで常に圧倒的勢力を誇ってきた保守派が後退

したが、このことは奴隷制支持者の力の衰退を示した。こうした政治的状況の上

に君臨する皇帝は奴隷制支持者ではなかったが、支配階級＝地主達への配蝋から

正面切った政策を打ち出さず、段階的な解放の方針をとっていた。

しかし、奴隷解放は、思わぬ劇的な進め方で行われた。それは、皇帝の病気治

療のための訪欧時に実施された。皇帝不在の間の摂政となった皇女イザペルは、

積極的な奴隷解放論者であり、彼女は奴隷廃止の賛同者達を大臣に任命して新政

府を組閣させ、即時無条件解放案を議会に提出させた。その結果、反対派を抑え、

1888年５月、一挙に成立させてしまったのである。この時解放された奴隷は、約

72万人余と言われている。

この解放には何等賠償金は無く、しかもコーヒーの収極期の直前に何の前触れ

も無く断行されたため、農園主達の激しい怒りを被った。この事態に急邇帰国し

た皇帝は、彼らの怒りを解くために多数の爵位を授けて慰撫に努めたが、彼らの

受けた経済的、繍神的打撃は償われるものではなかった。このことは、かえって

帝政に対する彼らの失望を深めただけであった。

このように捉えられる解放への一連の動きは、明らかに共和思想の持ち主達と

つながっていた。共和思想が政治の場で表面化したのは、1770年頃当時保守党と

対立していた自由党の急進者によってである。彼らは共和クラブを最初リオデジ

ャネイロに組織したのであるが、そのクラブ組織の仕組みが次々と各地に広まっ

た。このため、同じ主義を唱えていても、それはかなり地方色の加味されたもの

となった。例えば、クラブの構成員を見ると、リオデジャネイロでは都市的な知

識人が大部分であり、次に出来たサンパウロのそれはコーヒー農園主である。彼

らは確かにコーヒー生産ブームの中心地となりつつあったサンパウロにあり、経

済的力を握ってはいたが、政治的には伝統的に圧倒的に根強い勢力を保ち続けて

きた北部や北東部地方の大土地所有者達の陰にあり、新興の弱い立場にあった。

このため、彼らはこれに対抗すべ<最終的には共和党を結成した。当然彼らは奴

隷を所有し、その解放には反対であったが、党派的な政略と感情的な怨みや失望

から帝政廃止に傾き、ついには共和制を望むこととなった。

又軍隊は、本来伝統的に君主制護持の立場にあったが、パラグアイ戦争後の皇

帝との関係は冷たくこじれていた。その上、陸地士官学校教官のベンジヤミン.
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コンスタン中佐からオーギュスト・コントの共和思想を教えられた青年将校の中

には、熱心な共和主義者が多く育っていた。

更に、政府の教会に対する干渉は、１８世紀中頃に生じた帝王教権主義が確立さ

れたことから強化され、司祭任命さえ政府の許可を必要とした程であり、両者の

関係も冷えきっていた。

このような国内情勢の脈絡から君主制への支持の喪失が理解され、何時革命が

起きても不思議はない状態であったと思われる。その革命は、1889年11月１５日未

明、陸軍の少壮士官達によって他に知られること無く、無血で遂行された。彼ら

はコンスタン中佐を中心として軍部のみで共和革命を計画し、国家権力の主導権

を握ろうとした。決行直前に陸軍の重鎮テオドロ・フォンセッカ将軍とフロリア

ーノ．ベイショット将軍に計画を打ち明けて協力を懇請し、フォンセッカ将軍の

指揮下で実行した。この計画については、幾人かの在野の共和主義者が相談を受

けたのみで、全く軍部だけで決行された。このため、政府閣僚達は将軍から直々

に罷免宣告を受けて初めて事態を理解した者が多く、まして民衆は事態を飲み込

めない内に革命は終わっていた。

革命の翌日、皇帝一家は24時間以内の国外退去を要請され、１７日未明に軍艦に

よってポルトガルに逃れた。こうして、ブラジルの帝政は実にあっけない幕切れ

をもって終わりを告げたI11I。

Ⅵ結びにかえて

本稿においては、紙面の都合上、上述の帝政期の終末＝初期コーヒーブームの

時期までをもって留めることとした。

今回のこの発展段階に関する記述は、掲載の図上では４の段階の前半に相当す

る。この段階までの考察に基づいて、ブラジル全体を横断的に見てシステム的視

点から理解するならば、以下に示す通り、いくつかのブラジルの特徴が指摘し得

ると考えられる。

１．ブラジルはそもそもその歴史の始まりにおいて、ヨーロッパとの密接なつ

ながりの中で成立した（主にポルトガル本国を通して）。

２．その後の多様な事象は、ヨーロッパとの関連を基軸として、次いで米国か

らの影響を受けて現れている。換言すれば、大西洋を中心とする旧大陸、

並びに新大陸の変化の中に、ブラジル自体が位置づけられてきた.
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３．このような環境の下で、ブラジルは徐々にブラジル固有の文化や社会を形

成し、ひいては独自の問題を醸成させてきた。

４．広大なこの国の開発による地理的発展は、次のような型を現出している。

最初は、沿岸地方にばらまかれた小さな拠点が確立され、次にそれぞれの

拠点から奥地への無秩序な直線的広がりを示し、目的にかなった一定の適

地を探しあてた時にそこにより奥地の拠点等が築かれ、そこから周辺に広

がりを見せ、それぞれ独自の開発→発展の傾向をとると考えられる。そし

て地方の中心となる拠点が、ブームに応じて次々と移動していった。

５．時間的に移動する中心点には外から文物が持ち込まれ、やがてそれが土台

となって、独自の地方文化が色彩豊かに育っていった。

６．上記４．に示された開拓発展の型でいう股初の拠点が、大部分の場合やが

てはその地方の中心都市となり、奥地の拠点と指摘されたものは、地方都

市や時には町を形成していった。このことから、ブラジルの農村地帯は、

発達史的に見ても都市との関わりの強いことが理解される。

７．発展段階２，３，４の移行過程において、鰻村の社会的性格の変化が認め

られる。２の段階においては自律的自給性を強く持っており、都市との関

わりは主に腿圃主の層に限られていた。３段階目のミナスジェライス州の

農村等においては、２の段階に比べ自律的自給性の度合いは弱められ、地

方都市との関連の中に商業的性格を備え、レベルの異なる地域的自給性を

表し、その社会的性格はかなり異なったものと理解される。更に４の段階

においては自給性が殆ど見られなくなり、全て換金性のある農産物栽培へ

と変化し、生活の上で都市への依存度を高め、金銭的感覚を強く持つに至

ったと考えられる。

８．ブラジルの経済的仕組みの基本的な原型が形成されたこと。

９．政治に対する求（特に陸軍）の関わり方について、革命を通してその後の

関連と対応について、初期的なモデルが示されたこと。

10．こうした発展段階の過程は、各地方は独自の風土に基づく経済を営み、そ

の上に政治体制を作り上げ、それらが集合されて国家像の形成に向けてス

タートを切ったのが帝政期＝初期コーヒープーム期であり、そこでは全体

的な均衡を欠いたものとして現れ、国民国家への胎動期として位侭づけら

れると考えられる。

(註）労働力の変化としての外国移民のブラジルへの導入は、1850年頃から始め
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られていたが、この問題については次の本格的コーヒープームと密接に関

連しているため、次回に述べることとする。
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